
○被災した全３５箇所（水位観測所５箇所、危機管理型水位計３０箇所）について、５月末に復旧を完了。
○復旧とあわせて、令和２年７月豪雨が再度発生した場合でもデータ通信が途絶するリスクを低下させ
るために通信経路の見直し（浸水区域を避ける経路に変更）を実施。
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【位置図】


水位観測所

																						7月5日　13：00より ガツ ニチ

		水位観測所一覧表 スイイ カンソクジョ イチランヒョウ																8月14日時点 ガツ ニチ ジテン

		7月4日　7:40～ ガツ ニチ				ロガーデータ		目視確認 モクシ カクニン		カメラ		危機管理水位計（代用） キキ カンリ スイイケイ ダイヨウ		高水流観 タカミズ リュウカン		ピーク水位 スイイ		現状対応 ゲンジョウ タイオウ				基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		暫定運用 ザンテイ ウンヨウ

		萩原
6/660右岸
 ハギワラ ウガン				ロガー有り ア						―		無し ナ		12:10  5.31								萩　原 ハギ ハラ		萩　原 ハギ ハラ

																						計画高水位(m)		5.36		－

																						氾濫危険水位(m)		3.80		3.60

						○								×		○						避難判断水位(m)		3.60		3.50

		大野
39/860右岸
7:40～14:20 オオノ ウガン		主 シュ		ロガー有り ア				大野 39/870 オオノ		―		7月4日4:00 ガツ ニチ		11:20   18.94						氾濫注意水位(m)		3.50		2.00

				水晶式 スイショウ シキ						Webカメラ設置 セッチ												水防団待機水位(m)		2.00		－

				副 フク						（15日時点） ニチ ジテン				（崖崩れのため） ガケクズ		主　ロガーデータ シュ

				水晶式 スイショウ シキ		○								×		○						基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		暫定運用 ザンテイ ウンヨウ

		渡
52/640左岸
7:40～現在 ワタ サガン ゲンザイ		主 シュ		現着不可 ゲンチャク フカ				地下第二排水樋管 ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン		護岸（57k800） ゴガン		7月4日4:15 ガツ ニチ				【参考】地下第二排水樋管 サンコウ ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン						大　野 ダイ ノ		大　野 ダイ ノ

				水晶式 スイショウ シキ		水没（推測） スイボツ スイソク				Webカメラ設置 セッチ		5日13:00～ ニチ						大野水位　2.07時点で オオノ スイイ ジテン				氾濫危険水位(m)		12.20		10.90

				副 フク						（○○時点） ジテン		地下第二排水樋管（8日20時設置） ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン ニチ ジ セッチ		（浸水のため） シンスイ				観測開始位置から-5.75m カンソク カイシ イチ				避難判断水位(m)		10.90		8.00

				水晶式 スイショウ シキ		×						17日（記者発表）～ ニチ キシャ ハッピョウ		×		×						氾濫注意水位(m)		8.00		6.50

		人吉
62/170左岸
7:40～5日18:00 ヒトヨシ サガン ニチ		主 シュ		～8:30　ロガー有り ア		7/5　15:40～		人吉 62/170 ヒトヨシ		大橋 オオハシ		7月4日5:30 ガツ ニチ		8:30  6.50m		【仮設置】 カリ セッチ				水防団待機水位(m)		6.50		－

				水晶式 スイショウ シキ		仮水位計設置 カリ スイイケイ セッチ				Webカメラ設置 セッチ		5日13:00～18:00 ニチ				以降計測なし イコウ ケイソク		7月22日　11:30～欠測 ガツ ニチ ケッソク

				副 フク		5日12:10～ ニチ				（○○時点） ジテン				（道路浸水のため） ドウロ シンスイ				水位下限値を下回る場合は、 スイイ カゲンチ シタマワ バアイ				基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		危機管理型水位計 キキ カンリガタ スイイケイ		暫定運用（案） ザンテイ ウンヨウ アン

				水晶式 スイショウ シキ		×								×		×		欠測と標記するよう設定 ケッソク ヒョウキ セッテイ						渡水位観測所 ワタリ スイイ カンソクジョ		護岸（57K800） ゴガン		護岸（５７ｋ８００） ゴガン

		一武
68/710右岸
7:40～22:50 イチブ ウガン		主 シュ		ロガー有り ア		7/5　16:00～		一武 68/680 イチブ		―		7月4日10:00 ガツ ニチ		9:30  6.89m						計画高水位(m)		11.33				－

				水晶式 スイショウ シキ				立ち入り不可 タ イ フカ		Webカメラ設置 セッチ				（錦大橋浸水のため） ニシキ オオハシ シンスイ								氾濫危険水位(m)		8.70		-2.00		-2.50

				副 フク						（13日時点） ニチ ジテン						主　ロガーデータ シュ						避難判断水位(m)		7.60		-2.50		-3.00

				水晶式 スイショウ シキ		○		×		22日CCTV復旧 ニチ フッキュウ				×		○						氾濫注意水位(m)		6.00		-3.00		-3.50

		多良木
84/130左岸
7:40～22:50 タラギ サガン		主 シュ		ロガー有り ア		7/5　16:00～		多良木 タラギ		―		7月4日8:00 ガツ ニチ		8:30  4.21m						水防団待機水位(m)		5.00		-3.50		－

				水晶式 スイショウ シキ						22日CCTV復旧 ニチ フッキュウ				（市房ダム緊急放流のため） イチフサ キンキュウ ホウリュウ								観測監視水位（m） カンソク カンシ スイイ				-4.12		-4.12

				副 フク												主　ロガーデータ シュ

				電波式 デンパ シキ		○								×		○						基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		危機管理型水位計 キキ カンリガタ スイイケイ		暫定運用（案） ザンテイ ウンヨウ アン

																								人　吉 ヒト キチ		大　橋（換算値） ダイ ハシ カンザン アタイ		大　橋

																						計画高水位(m)		4.07		4.07		－

																						氾濫危険水位(m)		3.4		3.40		-2.00

		欠測対応 ケッソク タイオウ																				避難判断水位(m)		3.2		3.20		-2.20

		大野
39/860右岸
7:40～14:20 オオノ ウガン				14:20より計測再開、
水位等異常なし ケイソク サイカイ スイイ トウ イジョウ								7月22日　点検 ガツ ニチ テンケン								氾濫注意水位(m)		3		3.00		-3.20

														異常なし イジョウ								水防団待機水位(m)		2		2.00		－

																						観測監視水位（m） カンソク カンシ スイイ		※現地で量水標読みも併用 ゲンチ リョウスイ シルベ ヨ ヘイヨウ		-3.63		-3.63



		渡
52/640左岸
7:40～現在 ワタ サガン ゲンザイ				4日7:40 ニチ		5日13:00～ ニチ				8日　被災報告点検 ニチ ヒサイ ホウコク テンケン		17日　記者発表 ニチ キシャ ハッピョウ		44089						基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		危機管理型水位計 キキ カンリガタ スイイケイ		暫定運用（案） ザンテイ ウンヨウ アン

								護岸（57k800）換算水位 ゴガン カンザン スイイ				立ち入り不可 タ イ フカ		地下第二排水樋管換算水位 ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン カンザン スイイ		危機管理型水位計「渡」設置完了 キキ カンリガタ スイイケイ ワタ セッチ カンリョウ								一　武 イチ タケシ		西村排水樋管（換算値） ニシムラ ハイスイ ヒカン カンザンチ		西村排水樋管 ニシムラ ハイスイ ヒカン

																						計画高水位(m)		5.68		5.68		－

										6日　L3　発表 ニチ ハッピョウ		11日　L3　発表 ニチ ハッピョウ										氾濫危険水位(m)		4.5		4.50		-4.30

		人吉
62/170左岸
7:40～5日18:00 ヒトヨシ サガン ニチ				4日7:40 ニチ		5日 13:00～ ニチ		5日17:50～ ニチ		8日　被災報告点検 ニチ ヒサイ ホウコク テンケン				10月2日16:10～ ガツ ニチ						避難判断水位(m)		4.4		4.40		-4.40

								大橋換算水位 オオハシ カンザン スイイ		仮水位計設置 カリ スイイケイ セッチ						復旧完了（低水確認） フッキュウ カンリョウ テイスイ カクニン						氾濫注意水位(m)		4.3		4.30		-5.20

																						水防団待機水位(m)		3.5		3.50		－

																						観測監視水位（m） カンソク カンシ スイイ		※現地で量水標読みも併用 ゲンチ リョウスイ シルベ ヨ ヘイヨウ		-5.11		-5.11

		一武
68/710右岸
7:40～22:50 イチブ ウガン				4日7:40 ニチ		4日 22:50～ ニチ

								復旧 フッキュウ														基準水位 キジュン スイイ		現行 ゲンコウ		危機管理型水位計 キキ カンリガタ スイイケイ		暫定運用（案） ザンテイ ウンヨウ アン

																								多良木 タラギ		黒肥地第二樋管
（換算値） クロ フト チ ダイ ニ ヒカン カンザン アタイ		黒肥地第二排水樋管 クロ コエ チ ダイニ ハイスイ ヒカン

																						計画高水位(m)		4.44		4.44		－

		多良木
84/130左岸
7:40～22:50 タラギ サガン				4日7:40 ニチ		4日 22:50～ ニチ														氾濫危険水位(m)		3.7		3.70		-1.70

								復旧 フッキュウ														避難判断水位(m)		3.6		3.60		-1.80

																						氾濫注意水位(m)		3.5		3.50		-3.30

																						水防団待機水位(m)		2		2.00		－

																						観測開始水位（m） カンソク カイシ スイイ		※現地で量水標読みも併用 ゲンチ リョウスイ シルベ ヨ ヘイヨウ		-2.28		-2.28









5日15:40～　　目視



雨量観測所

				　雨量観測所一覧表																								8月14日時点

				河川名		観測所名										種別		位　　　置		被災無し ヒサイ ナ		ロガー・自記紙
状況 じき し じょうきょう		公開状況 こうかい じょうきょう		復旧見通し フッキュウ ミトオ		摘　要 テキヨウ

																自記
(テレ) キ		　八代市萩原町１丁目708-2 やつしろ はぎわら		○		○		○

				球磨川						八代 やつしろ



				〃						神瀬 こうのせ						自記
(テレ) キ		　球磨郡球磨村神瀬字桜谷984 くま くま こうのせ さくらだに　　 　		○		○		○

																自記
(テレ) キ		　人吉市下青井町１（人吉出張所） ひとよし しもあおい		×		×		×		H鋼打設後、設置 コウ ダセツ ゴ セッチ		7:40～欠測 けつ そく

				〃						人吉 ひとよし



				〃						多良木 たらぎ						自記
(テレ) キ		　球磨郡多良木町中鶴455-5 くま たらぎ なか つる		○		○		○

				芋　川 イモ カワ						岳本 たけもと						自記
(テレ) キ		　球磨郡球磨村大字一勝地字岳本（岳本分校跡敷地内） くま くま いっしょうち たけもと		○		○		○

				小　川 オガワ						大　槻 おおつき						自記
(テレ) キ		　球磨郡球磨村大字神瀬字大槻（大槻分校跡）
　　　　　　　　　　大槻キャンプ場敷地内 くま くま こうのせ おおつき		○		○		×		テレメータ―
点検・及び修理 テンケン オヨ シュウリ		テレメータの異常
ロガーデータ有り いじょう あ

				万江川 マン エ カワ						大川内 おおかわ うち						自記
(テレ) キ		　球磨郡山江村万江西大川内190（小学校跡） くま やまえ ま え にし おおかわ うち		○		○		○

				胸　川 ムネ カワ						田野 たの						自記
(テレ) キ		　人吉市田野町字笹谷3316-1（田野小学校敷地内） ひとよし たの		○		○		○

				小さで川 コ カワ						田代川間 たしろごうま						自記
(テレ) キ		　人吉市段塔町大畑国有林65カ林小班
　　　　　　　　（人吉市段塔町営林所跡敷地内） ひとよし だん とう		○		○		○

				小椎川 ショウ カワ						宮ヶ野 みやが の						自記
(テレ) キ		　球磨郡多良木町宮ヶ野3272（宮ヶ野小学校敷地内） くま たらぎ みやが の みや がの		○		○		×		テレメータ―
点検・及び修理 テンケン オヨ シュウリ		テレメータの異常
ロガーデータ有り いじょう あ

				柳橋川 ヤナギ ハシ カワ						黒　原 くろ ばる						自記
(テレ) キ		　球磨郡多良木町大字久米飯盛国有林 5ヵ林小班 くま たらぎ くめ いいもり		○		○		○

																自記 ジキ												川辺川ダム
砂防事務所

				川辺川						五木宮園 いつき みやぞの								　球磨郡五木村大字宮園 くま いつき みやぞの



				〃						相良 さがら						自記
(テレ) キ		　球磨郡相良村大字柳瀬字永谷3317 くま さがら やなせ ながたに										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						梶原 かじわら						自記
(テレ) キ		　球磨郡五木村字下梶原4257-34 くま いつき しも かじはら										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						出る羽 いず は						自記
(テレ) キ		　球磨郡五木村出る羽148-1 くま いつき いず は										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						山手 やまて						自記
(テレ) キ		　球磨郡相良村大字四浦字山手4931-25 くま さがら ようら やまて										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						椎葉 しいば						自記
(テレ) キ		　球磨郡相良村大字四浦椎葉国有林601林班 くま さがら ようら しいば										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						四浦 ようら						自記
(テレ) キ		　球磨郡相良村大字四浦字舟渡795-1 くま さがら ようら ふな わたり										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						平沢津 ひらさわ づ						自記
(テレ) キ		　球磨郡五木村字平沢津6477 くま いつき ひらさわ づ										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						葉木 はぎ						自記
(テレ) キ		　八代市泉町葉木95-1 やつしろ いずみ はぎ										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						久連子 くれこ						自記
(テレ) キ		　八代市泉町久連子日添94-91 やつしろ いずみ くれこ ひ ぞえ										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						仁田尾 にた お						自記
(テレ) キ		　八代市泉町仁田尾字菖蒲谷49-1 やつしろ いずみ にたお しょうぶだに										川辺川ダム
砂防事務所

				〃						開持 かい もち						自記
(テレ) キ		　八代市泉町大字樅木177-2 やつしろ いずみ もみ き										川辺川ダム
砂防事務所

				球磨川						小麦尾 こむぎ お						自記
(テレ) キ		　球磨郡水上村大字江代字穴手尾1994 くま みずかみ え しろ あな て お										熊本県

																自記
(テレ) ジキ

				湯山川						湯山 ゆやま								　球磨郡水上村大字湯山字上本野1122 くま みずかみ ゆやま かみ もと の										熊本県













危機管理型水位計

														7月４日出水により破損 ガツ ニチ シュッスイ ハソン

														応急対応により設置 オウキュウ タイオウ セッチ						8月14日時点

		No.		危機管理型水位計名 キキ カンリガタ スイイケイ メイ		設置位置 セッチ イチ						設置時期 セッチ ジキ		公開状況
川の防災情報 コウカイ ジョウキョウ カワ ボウサイ ジョウホウ		観測方式 カンソク ホウシキ		電源方式 デンゲン ホウシキ		メーカー		備考 ビコウ

						左右岸 ヒダリ ウガン		距離標 キョリヒョウ		所在地 ショザイチ

		1		中川原排水樋管		右 ミギ		2.8		熊本県八代市		2019.04.04		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		2		夕葉橋		右 ミギ		2.8		熊本県八代市		2019.04.04		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		3		護岸（6K800付近）		左 ヒダリ		6.8		熊本県八代市		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		4		護岸（7K600付近）		右 ミギ		7.6		熊本県八代市		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		5		西部大橋		-		12.2		熊本県八代市坂本町地先		2019.03.29		○		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		6		深水橋		-		13.2		熊本県八代市坂本町地先		2019.03.29		×		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		7		中谷橋		-		16		熊本県八代市		2019.04.01		×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		8		合志野第二排水樋管		左 ヒダリ		17.6		熊本県八代市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		9		荒瀬上流排水樋管		左 ヒダリ		19.2		熊本県八代市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		10		葉木橋		-		21		熊本県八代市		2019.04.01		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		11		護岸（22K600付近）		右 ミギ		22.6		熊本県八代市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		12		護岸（24K000付近）		右 ミギ		24		熊本県八代市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		13		鎌瀬橋		-		25.2		熊本県八代市坂本町地先		2019.03.29		×		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		14		護岸（27K200）付近		左 ヒダリ		27.2		熊本県八代市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		15		護岸（34K800付近）		左 ヒダリ		34.8		熊本県葦北郡芦北町		2019.04.01		２月予定 ガツ ヨテイ		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和		昨年出水より サクネン シュッスイ

		16		護岸（35K400付近）		右 ミギ		35.4		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		17		神瀬橋		-		37.2		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		18		松本橋		-		43.2		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		19		球磨橋		-		48		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		20		渡第二排水樋管		右 ミギ		52.8		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		21		渡第三排水樋管		右 ミギ		53.4		熊本県球磨郡球磨村渡地先		2019.03.29		×		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		22		今村第二排水樋管		右 ミギ		53.6		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		SIM回収 カイシュウ

		23		地下第二排水樋管		右 ミギ		54.4		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		24		地下排水樋管		右 ミギ		54.8		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		SIM回収 カイシュウ

		25		大柿排水樋管		左 ヒダリ		55		熊本県人吉市		2019.04.04		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		SIM回収 カイシュウ

		26		山口排水樋管		右 ミギ		55.2		熊本県球磨郡球磨村		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		SIM回収 カイシュウ

		27		八久保排水樋管		右 ミギ		56.2		熊本県人吉市		2019.04.04		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		SIM回収 カイシュウ

		28		筌場排水樋管		右 ミギ		57.2		熊本県人吉市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		29		出水川排水樋管		右 ミギ		57.8		熊本県人吉市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		30		護岸（57K800付近）		左 ヒダリ		57.8		熊本県人吉市		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		31		西瀬橋		-		59.4		熊本県人吉市矢黒町地先		2019.03.29		×		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		32		老神排水樋管		左 ヒダリ		61.2		熊本県人吉市		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		33		大橋		-		61.4		熊本県人吉市九日町地先		2019.03.29		○		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		34		川村第四排水樋管		右 ミギ		63.8		熊本県球磨郡相良村		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		35		柳詰排水樋管		左 ヒダリ		66.8		熊本県球磨郡錦町		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		-		株式会社拓和

		36		西村排水樋管		左 ヒダリ		68.4		熊本県球磨郡錦町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		37		十日市排水樋管		右 ミギ		69.2		熊本県球磨郡錦町		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		38		平岩排水樋管		左 ヒダリ		69.8		熊本県球磨郡錦町		2019.04.01		×		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和		機器正常（ＳＩＭなし） キキ セイジョウ

		39		明廿橋		-		75.4		熊本県球磨郡あさぎり町深田地先		2019.03.29		○		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		40		深田排水樋管		右 ミギ		76.2		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		41		荒金排水樋管		左 ヒダリ		76.4		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		42		川瀬橋		-		78.8		熊本県球磨郡あさぎり町須恵地内		2019.03.29		○		音波式 オンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		㈱東建エンジニアリング

		43		伊賀川排水樋管		左 ヒダリ		79		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		44		中島排水樋管		左 ヒダリ		79.2		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		45		中島第二排水樋管		右 ミギ		80.6		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		46		牛島第一排水樋管		左 ヒダリ		81.2		熊本県球磨郡あさぎり町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		47		黒肥地第二排水樋管		右 ミギ		85.2		熊本県球磨郡多良木町		2019.04.01		○		圧力式等 アツリョク シキ トウ		その他 タ		株式会社拓和

		48		大王橋		-		85.4		熊本県球磨郡多良木町		2019.04.01		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		49		鵜木橋		-		88.4		熊本県球磨郡水上村		2019.04.01		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		50		佐本橋		-		89.2		熊本県球磨郡湯前町		2019.04.01		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		51		八代大橋		-		1.6		熊本県八代市		2019.04.04		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		52		白鷺橋		-		4.4		熊本県八代市		2019.04.04		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		53		南川橋		-		1.2		熊本県八代市		2019.04.04		○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		株式会社拓和

		54		地下第二排水樋管 ジゲ		右 ミギ		約54.4 ヤク		熊本県球磨村 クマモトケン クマムラ				○		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		日本無線株式会社 ニホン ムセン カブシキ カイシャ		地下第二排水樋管のＳＩＭ利用 ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン リヨウ

		55		下新町排水樋管 シモ シンマチ ハイスイ ヒカン		右 ミギ		62.4		熊本県人吉市 クマモト ケン ヒトヨシシ				×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		日本無線株式会社 ニホン ムセン カブシキ カイシャ		平岩排水樋管のＳＩＭ利用 ヒライワ ハイスイ ヒカン リヨウ

		54		錦大橋 ニシキ オオハシ		左 ヒダリ		69.5		熊本県錦町 クマモトケン ニシキマチ				×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		日本無線株式会社 ニホン ムセン カブシキ カイシャ		老神排水樋管のＳＩＭ利用 オイガミ ハイスイ ヒカン リヨウ

		57		中鶴橋 ナカ ツル ハシ				約84.1 ヤク		熊本県多良木町 セッチ				×		電波式 デンパ シキ		太陽電池 タイヨウ デンチ		日本無線株式会社 ニホン ムセン カブシキ カイシャ		渡第二排水樋管のＳＩＭ利用 ワタリ ダイニ ハイスイ ヒカン リヨウ
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機密性２情報

　危機管理型水位計一覧表



Sheet2

				復旧予定 フッキュウ ヨテイ

				鎌瀬橋 カマセ ハシ		仮橋設置後（5月末） カリバシ セッチゴ ガツ マツ

				護岸（27k200付近） ゴガン フキン		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ

				大柿排水樋管 オオガキ ハイスイ ヒカン		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ

				護岸（57k800付近） ゴガン フキン		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ

				川村第四排水樋管 カワムラ ダイヨン ハイスイ ヒカン		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ

				護岸（35k400付近） ゴガン フキン		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ

				渡 ワタ		5月末設置予定 ガツ マツ セッチ ヨテイ





CCTVカメラ



球磨川1k000左岸　　水島（夜間監視、発電機１０５．６Ｈ）

球磨川39k870左岸　大野（発電機１１０．６Ｈ）

球磨川37k630右岸　神瀬橋（夜間監視、発電機８６．４Ｈ）

球磨川25k220左岸　鎌瀬橋（夜間監視、発電機８６．４Ｈ）

球磨川21k070右岸　葉木橋（夜間監視、発電機８６．４Ｈ）

球磨川18k140左岸　藤本（発電機８６．４Ｈ）

球磨川12k680左岸　横石（発電機１１０．６Ｈ）

球磨川7k200左岸　豊原（発電機３８．９Ｈ）

球磨川6k300右岸　八代事務所（夜間監視）

球磨川6k570右岸　萩原（夜間監視、発電機１０５．６Ｈ）

球磨川5k850右岸　球磨川堰下流（夜間監視、発電機３８．９Ｈ）

前川4k900左岸　新前川堰下流（夜間監視、発電機３８．９Ｈ）

前川3k300右岸　本町（夜間監視、発電機３８．９Ｈ）

前川2k350右岸　水辺プラザ（発電機３８．９Ｈ）

九日町排水機場屋上（人吉橋）
九日町排水樋管
泉田排水樋管
内水監視
ポンプ室

球磨川62k170右岸　人吉（夜間監視、発電機１１０．６Ｈ）

球磨川52k630右岸　渡（夜間監視、発電機８６．４Ｈ）

球磨川47k890右岸　球磨村役場（夜間監視、発電機８６．４Ｈ）

球磨川45k650右岸　淋（発電機８６．４Ｈ）

球磨川41k850右岸　大瀬洞門（発電機８６．４Ｈ）

球磨川68k680右岸　一武（発電機１１０．６Ｈ）

球磨川84k130左岸　多良木（夜間監視、発電機１１０．６Ｈ）

九日町排水機場

球磨川ＣＣＴＶ設備位置図
（八代河川国道事務所）

球磨川41k000右岸　大瀬橋（発電機８６．４Ｈ）

球磨川53k400右岸　小川合流点（発電機２５．２Ｈ）

球磨川66k200右岸　川辺川合流点（発電機２５．２Ｈ）

球磨川4k320左岸　南川分流（発電機２５．２Ｈ）

球磨川24k400左岸　西鎌瀬（発電機２５．２Ｈ）

球磨川35k350左岸　箙瀬（発電機２５．２Ｈ）

球磨川78k850左岸　川瀬橋（発電機２５．２Ｈ）

球磨川75k460右岸　　明廿橋（夜間監視、発電機２５．２Ｈ）

川辺川2k300右岸　　柳瀬（夜間監視）

球磨川59k700右岸　　薩摩瀬（発電機３０．８Ｈ）

球磨川57k000左岸　　中神（発電機３１．１Ｈ）

球磨川38k200右岸  神瀬甲（発電機３１．１Ｈ）

令和２年７月１７日１７：００現在

前川0k700右岸　新開（夜間監視、
発電機３１．１Ｈ）

球磨川7k630右岸　古麓（夜間監視）

球磨川57k000左岸　　中神WEBCAM　商用電源

球磨川59k700右岸　　薩摩瀬WEBCAM　商用電源

球磨川62k170右岸　人吉WEBCAM　商用電源

人吉橋WEBCAM　商用電源

球磨川75k460右岸　　明廿橋WEBCAM　商用電源

球磨川84k130左岸　多良木WEBCAM　商用電源

球磨川55k000左岸　　大柿排水樋管WEBCAM　発電機

流失

流失

水没

水没

水没

水没

水没

水没

不明

水没

光
断線

流失

水没

不明

凡例

本局防災室配信HDエンコーダ1

本局防災室配信HDエンコーダ２

本局防災室配信HDエンコーダ３

本局防災室配信HDエンコーダ４

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

光
断線

球磨川68k680右岸　一武WEBCAM　商用電源

水没

水没

光
断線

水没

水没

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

仮設
カメラ

球磨川54k400右岸　地下第二排水樋管

仮設　カメラ

暫定復旧

暫定復旧

暫定復旧

暫定復旧

暫定復旧



一覧表(R020401)

																						故障 コショウ

		八代河川国道事務所管内カメラ一覧表 ヤツシロカセン コクドウ ジム ショカンナイ イチランヒョウ																				復旧 フッキュウ

																		7月22日現在 ツキ ヒ ゲンザイ				追加 ツイカ

		番号 バンゴウ		出張所 シュッチョウショ		河川名 カセン メイ		カメラ名 メイ		距離標 キョリ ヒョウ		左右の別 サユウ ベツ		型式 カタシキ		設置年月 セッチ ネンゲツ		ズーム		会社名 カイシャ メイ		データ収集（7月４日） シュウシュウ ガツ ニチ

		1		八代 ヤツシロ		前川 マエカワ		新開 シンカイ		０ｋ７００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2015.03		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		2		八代 ヤツシロ		前川 マエカワ		水辺プラザ ミズベ		２ｋ３５０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		3		八代 ヤツシロ		前川 マエカワ		本町 モトマチ		３ｋ３００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		未取得 ミ シュトク

		4		八代 ヤツシロ		前川 マエカワ		新前川堰下流 シン マエカワ ゼキ カリュウ		４ｋ９００		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		5		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		水島 ミズシマ		１ｋ０００		左岸 サガン		旋回 センカイ		2016.08		２５倍 バイ		日立国際電気 ヒタチ コクサイ デンキ		故障 コショウ

		6		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		南川分流 ミナミ カワ フン リュウ		４ｋ３２０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2012.07		２１倍 バイ		東　芝 ヒガシ シバ		00:00～15:00

		7		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		球磨川堰下流 クマガワ ゼキ カリュウ		５ｋ８５０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		8		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		八代事務所 ヤツシロ ジムショ		６ｋ３００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		9		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		萩原 ハギワラ		６ｋ５７０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		10		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		豊原 トヨハラ		７ｋ２００		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		11		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		古麓 フル フモト		７ｋ６３０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2017.03		２５倍 バイ		日立国際電気 ヒタチ コクサイ デンキ		未取得 ミ シュトク

		12		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		横石 ヨコイシ		１２ｋ６８０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～8:00

		13		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		藤本 フジモト		１８ｋ１４０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～8:00

		14		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		葉木橋 ハキ バシ		２１ｋ０７０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～15:00

		15		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		西鎌瀬 ニシ カマセ		２４ｋ４００		左岸 サガン		旋回 センカイ		2016.03		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～8:00

		16		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		鎌瀬橋 カマセ バシ		２５ｋ２２０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		00:00～8:00

		17		八代 ヤツシロ		球磨川 クマガワ		箙瀬 エビラ セ		３５ｋ３５０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2012.07		２１倍 バイ		東　芝 ヒガシ シバ		00:00～8:00

		18		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		神瀬橋 コウノセ バシ		３７ｋ６３０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		19		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		神瀬甲 コウノセ コウ		３８Ｋ２００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.03		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		20		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		大野 オオノ		３９ｋ８７０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		21		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		大瀬橋 オオセ バシ		４１ｋ０００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		22		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		大瀬洞門 オオセ ドウモン		４１ｋ８５０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		23		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		淋 ソソギ		４５ｋ６５０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		24		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		球磨村役場 クマ ムラヤクバ		４７ｋ８９０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		25		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		渡 ワタリ		５２ｋ６３０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		26		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		小川合流点 オガワ ゴウリュウテン		５３Ｋ４０0		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2010.02		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		27		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		中神 ナカ カミ		５７Ｋ００0		左岸 サガン		旋回 センカイ		2013.03		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		28		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		薩摩瀬 サツマ セ		５９Ｋ７０0		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.03		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		29		人吉 ヒトヨシ		九日町排水機場 ココノカマチ ハイスイ キジョウ		屋上 オクジョウ		６１Ｋ３８０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		30		人吉 ヒトヨシ		九日町排水機場 ココノカマチ ハイスイ キジョウ		九日町排水樋管 ココノカマチ ハイスイ ヒカン						旋回 センカイ		2001.03		１５倍 バイ		ＮＥＣ		データなし

		31		人吉 ヒトヨシ		九日町排水機場 ココノカマチ ハイスイ キジョウ		泉田川排水樋管 イズミ タ カワ ハイスイ ヒカン						旋回 センカイ		2001.03		１５倍 バイ		ＮＥＣ		データなし

		32		人吉 ヒトヨシ		九日町排水機場 ココノカマチ ハイスイ キジョウ		内水監視 ナイ スイ カンシ						旋回 センカイ		2001.03		１５倍 バイ		ＮＥＣ		データなし

		33		人吉 ヒトヨシ		九日町排水機場 ココノカマチ ハイスイ キジョウ		ポンプ室 シツ						旋回 センカイ		2001.03		１５倍 バイ		ＮＥＣ		データなし

		34		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		人吉 ヒトヨシ		６２ｋ１７０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		Web

		35		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		川辺川合流点 カワベガワ ゴウリュウテン		６６ｋ２００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2010.02		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし

		36		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		一武 イチブ		６８ｋ６８０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.11		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		川辺 カワベ

		37		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		明廿橋 ミョウ ニジュウ ハシ		７５ｋ４６０		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2012.07		２１倍 バイ		東　芝 ヒガシ シバ		データなし		川辺 カワベ

		38		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		川瀬橋 カワセ バシ		７８ｋ８５０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2012.07		２１倍 バイ		東　芝 ヒガシ シバ		データなし		川辺 カワベ

		39		人吉 ヒトヨシ		球磨川 クマガワ		多良木 タラギ		８４ｋ１３０		左岸 サガン		旋回 センカイ		2015.03		電子ｽﾞｰﾑ80倍 デンシ バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		川辺 カワベ

		40		川辺 カワベ		川辺川 カワベ ガワ		柳瀬 ヤナセ		２ｋ３００		右岸 ウガン		旋回 センカイ		2013.03		２１倍 バイ		三　菱 サン ヒシ		データなし		川辺 カワベ

						球磨川 クマガワ		地下第二排水樋管 ジゲ ダイニ ハイスイ ヒカン		５４ｋ４００		右岸 ウガン												Web

								西瀬橋下流側 ニシ セ バシ カリュウ ガワ		５９ｋ４００		右岸 ウガン												Web











光ケーブルを川辺に接続
現在映像蓄積不可

簡易型（Web）カメラ



簡易型カメラ



球磨川27k300右岸　楮木橋

球磨川22k700左岸　坂本町川嶽

球磨川47k800右岸　球磨村一勝地

球磨川43k800左岸　球磨村大坂間

球磨川85k500右岸　大王橋下流

球磨川57k800右岸　出水川樋管

球磨川簡易型カメラ設備位置図
（八代河川国道事務所）

球磨川54k000右岸　球磨村今村

球磨川69k300右岸　十日市樋管

球磨川19k400左岸　荒瀬上流樋管

球磨川34k800左岸　芦北町箙瀬

球磨川80k500左岸　柳瀬川合流点上流

球磨川76k400左岸　　免田川合流点上流

球磨川56k400左岸　　紅取橋下流

球磨川55k000右岸　地下樋管

球磨川17k800左岸　合志野第二樋管

球磨川81k700左岸　天子橋上流

球磨川89k200右岸　佐本橋上流

球磨川88k600右岸　鵜木橋下流

球磨川61k700右岸　人吉九日町

球磨川85k800右岸　多良木町自動車学園

国道219と西瀬橋の間（7/5設置）

出水前　　　23箇所

被災　　　　11箇所　　



球磨川39k870左岸　大野(8/7設置)

球磨川47k890右岸　球磨村役場(7/22設置）

球磨川52k630右岸　渡(7/16設置）

球磨川57k000左岸　中神（7月5日設置）

球磨川11k200右岸　西部大橋下流

球磨川13k300右岸　深橋上流

球磨川16k000右岸　中谷橋上流

球磨川55k000左岸　大柿樋管

球磨川61k380右岸　九日町排水樋管屋上(7/5設置)

球磨川59k700右岸　薩摩瀬(7/5設置）

球磨川62k170右岸　人吉(7/5設置）

球磨川59k400右岸　西瀬橋下流側(7/27設置）

球磨川55k000左岸　大柿樋管(7月9日設置)
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○被災した全３８箇所（CCTVカメラ２８箇所、簡易型カメラ１０箇所）について、３月までに復旧を完了。
○復旧とあわせて、令和２年７月豪雨が再度発生した場合でも映像通信が途絶するリスクを低下させる
ために伝送ルートの二重化を実施した。

○今後は、応急復旧したカメラの機能向上（夜間視認性向上等）等に取り組んでいく。

河川監視カメラの復旧状況（直轄管理区間） 7

【位置図】



○令和２年７月豪雨により、排水施設４箇所、排水樋管２箇所が被災。
〇排水施設（４箇所）については、令和２年８月に応急復旧が完了し、従前の排水機能を確保済み。
○排水樋管（２箇所）については、令和２年９月に応急復旧が完了、令和３年５月に本復旧を完了した。

排水施設の復旧状況（直轄管理区間） 8

※逆流防止のゲートを設置

●舟戸排水施設（球磨川右岸52.6k付近）

被災状況 応急復旧後

●渡排水施設（球磨川右岸52.9k付近）

被災状況 応急復旧後

●今村排水施設（球磨川右岸53.7ｋ付近）

被災状況 応急復旧後

●九日町排水機場（球磨川右岸61.3k付近）

被災状況 応急復旧後

●渡第三排水樋管（球磨川右岸53.3ｋ付近）

被災状況

●八田排水樋管（川辺川右岸0.5k付近）

被災状況

※逆流防止のゲートを設置

本復旧後

本復旧後
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